


この度は、｢i-Cruise F｣をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、i-Cruise Fの機能、配線方法、操作方法、および使用上の注意について
記載してあります。
i-Cruise Fの機能を十分にご理解いただき、安全かつ効果的にご使用いただくために、ご使用前
に必ず本取扱説明書をよくお読みになり正しい使用方法で使用してください。
・取付け後も本取扱説明書および車種別配線図を大切に保管してください。
・i-Cruise Fは競技専用部品です。公道では道路交通法等の法規に従って使用してください。
・本製品は精密機械ですのでお取扱には十分にご注意ください。
・商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。





本製品には



ＷエコモードＯＦＦ

ＷエコモードＯＮ

ドリフトモードＯＮ

ドリフトモードＯＦＦ

アクセルの踏込み量
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一般注意事項

危険

注意

注意

重要



危険

注意



取付け概略図



作業手順(車種別ハーネスの取付け)

作業手順(取付け準備)

ENGINE

START

STOP



作業手順(各種配線)

黒

ボディアース
本体ユニット

ボディなどに固定されている
　　　　　　　　ボルトに共締め
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P10

以下はブリッピング機能適合車種でのみ必要な配線です。
それ以外の車種は次ページへ進んでください。



専用ブラケットでダッシュボードなどに取付ける

イモねじを取外してフレックス
チューブを引抜き、邪魔になら
ない位置にタイラップで固定し
てください。

操作ユニットの取付けは、
専用ブラケットでダッシュボードなどに貼り付ける方法(Ｐ12)と、
ハンドルコラムに純正レバーのように取付ける方法(Ｐ13)があります。
お好みの方法を選択して取付けてください。

スペーサ

向きに注意！
ネジ穴が真下を向くようにしてください。

ブラケットをナットで固定。

両面テープで貼り付ける。

下図のようにブラケットの位置と向きを変更することで、操作ユニットの位置を調整できます。



ハンドルコラムに純正レバーのように取付ける



ハンドルコラムに純正レバーのように取付ける (つづき)

向きに注意！
右側に付けた場合：ネジ穴が真下を向くようにしてください。

左側に付けた場合：ネジ穴が真上を向くようにしてください。

フレックスチューブを奥まで挿し込む。 フレックスチューブをイモねじで固定。

約15mm



本体の固定

車種別ハーネス 操作ユニット

接続しません。

曲げるときはこの辺りを
持って曲げてください。

±20°



各部名称

危険

運転者が運転中に本製品の操作を行うときは、脇見運転とならないよう
に十分に注意してください。事故の原因となり大変危険です。
走行中や信号待ちなどでこれらの操作を行なっていると、急な動作に対
応できず事故を引き起こす原因となります。
本製品の操作は、機能を十分に理解している方のみが行なってくださ
い。それ以外の方が操作しますと、走行中など思わぬときに加速するな
どして事故を引起こす可能性があり危険です。特にお子様などが操作し
ないように十分ご注意ください。

各部名称各部名称各部名称各部名称各部名称各部名称各部名称各部名称各部名称各部名称各部名称各部名称

操作部

(緑)・・・エコモードのとき点灯。

(緑)・・・Ｗエコモード機能がオンのとき点灯。

(橙)・・・ブリッピング機能がオンのとき点灯。

(青)・・・オートクルーズのレベル調整のとき点滅。

(赤)・・・ドリフトモード機能がオンのとき点灯。

(橙)・・・スポーツモードのとき点灯。
(赤)・・・レースモードのとき点灯。

操作ユニット全体が状況により赤/緑/青に光ります。

モード/各機能のレベルを表示します。

エコモードのとき：緑　スポーツモードのとき：橙　レースモードのとき：赤
ＲＥＡＤＹのとき：青の点滅　オートクルーズ中：青の点灯

通常走行中：スロットルコントロールのレベルを表示
セッティング中：設定中の機能の現レベルを表示

押す/回すとき 回し続けるとき



ENGINE

START

STOP

押しながら、左に回す。

全消灯



アクセルペダルから
足を離した状態で

アクセルペダルを
奥まで踏込んだ状態で

全消灯



ENGINE

START

STOP

全消灯





ENGINE

START

STOP

押しながら、右に回す。

全消灯

以前にこのユニットで車速の学習(60km/h)
をしたことが
ある場合は、ここに「１」が表示されます。
「１」が表示されているときは100km/hの車
速学習モード(Ｐ23～)です。
P22の「車速の学習(60km/hをやり直すに
は)」に従って60km/hの車速学習モードに
してください。



全消灯

右/左どちらかに回す。

60km/h学習モード100km/h学習モード

「１」が表示。 表示なし。

車速の学習(60km/h)をやり直すには
もう一度車速の学習モードにすると、車速の学習(100km/h)になります。
操作部を右/左に回し、表示がない状態にしてください。



ENGINE

START

STOP

押しながら、右に回す。

全消灯

「１」が表示。



全消灯



スロコンモード：押さずに回してモード切替え

Ｗエコ/ドリフトモード：押しながら回してモード切替え

電源ＯＦＦ
(ノーマル)

アクセル学習

車速学習



レベルレベルレベル

レベルレベル

～ ～

～ ～ ～

 機能
ＯＦＦ

～
レベル

ブリッピングモードの
操作方法について詳
しくはＰ　をご覧くだ
さい。

セッティングモード：押さずに回して項目を選び、
　　　　　　　　   押しながら回してレベル変更

ＲＥＡＤＹモード
押しながら回すと、
クルーズレベル変更

オートクルーズ
押さずに回すと、
２キロ アップ/ダウン
押しながら回すと、
加速/エンジンブレーキ

通常クルーズ

リジュームクルーズ



オートクルーズに関する注意事項



オートクルーズを開始するには

① 現在走行している速度でオートクルーズする

② 前回のクルーズ速度でオートクルーズする(リジューム機能)

右に回して戻す。

左に回して戻す。

右に回して戻す。右に回して戻す。



オートクルーズを解除するには

① ブレーキを踏む

② 操作部を押す



オートクルーズ中の加減速について

① 操作部を回して加減速

② アクセルを踏んで加速

右に回して戻す。左に回して戻す。

↓
2km/hダウン。

↓
2km/hアップ。



③ 操作部を押しながら回して加減速

押しながら、
左に回し続ける。

押しながら、
右に回し続ける。

↓
減速。
(エンジンブレーキ)

↓
加速。



オートクルーズ中の乗り心地を調整するには

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
穏やかなレスポンス。
大排気量車やスポーツカー向け。

機敏なレスポンス。
軽などの小排気量車向け。

①　ＲＥＡＤＹモードにする

②　操作部を押しながら回し、レベルを変更する

押しながら右に回す
　　レベルアップ

押しながら左に回す
　　レベルダウン



スロットルコントロールのモード切替え



スロットルコントロール機能の効果(イメージ)

アクセルの踏込み量
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各モードにはそれぞれ３レベルあります。
あらかじめ設定しておくことですぐに好みの
アクセルレスポンスに切替えることができます。

レベルの変更・設定方法はP37をご覧ください。

ノーマル

１
２
３

３
２
１

１
２
３
キビキビアクセル

ふんわりアクセル



Ｗエコ/ドリフトモードのＯＮ・ＯＦＦ
スロットルコントロールのエコ・スポーツ・レースのどのモードに対しても
以下の操作でＷエコ/ドリフトモードを付加することができます。



Ｗエコモード機能の効果(イメージ)
Ｗエコモードには３レベルあります。
レベルが高いほど効果が大きい＝遅れが大きくなります。
レベルの変更・設定方法はP37をご覧ください。

Ｗエコモード
　 ＯＦＦ

レベル３・・・遅れ：大

レベル１・・・遅れ：小

レベル２

ドリフトモード機能の効果(イメージ)
ドリフトモードには３レベルあります。
レベルが高いほど効果が大きい＝アシスト量が大きくなります。
レベルの変更・設定方法はP37をご覧ください。

ドリフトモード
　 ＯＦＦ

レベル１・・・アシスト：小

レベル２

レベル３・・・アシスト：大



レベルレベルレベル

レベルレベル

～ ～

～ ～ ～

 機能
ＯＦＦ

①　セッティングモードにする

②　レベル変更する項目を選ぶ

電源ＯＮの状態で、操作部を１秒間押
して離してください。
スロットルコントロールのモードを示
すＬＥＤが点滅し、セッティングモー
ドになったことを表します。

操作部を回すと、以下のようにＬＥＤの点滅が移動します。
レベル変更したい項目のＬＥＤを点滅させてください。

～
レベル

ブリッピングモードの
操作方法について詳
しくはＰ39をご覧くだ
さい。



③　レベルを変更する

④　セッティングモードを終える

操作部を押しながら回すと、
数字が変化し、レベルが変わります。
好みのレベルに変更してください。

レベルの変更が終わったら、操作部を
短く1回押してください。
元のモードに戻ります。

各機能はレベルが高い(＝数字が大きい)ほど効果が大きくなります。
最初から高レベルに設定すると車両が予期しない加速をするなどして危険
ですので、低いレベルから順に試してください。

押しながら右に回す
　　レベルアップ

押しながら左に回す
　　レベルダウン

※ブリッピングモードは消灯(機能OFF)～６に設定できます。
　詳しくはP39をご覧ください。



 機能
ＯＦＦ レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６

①　セッティングモードにする

②　ブリッピングモードを選ぶ

電源ＯＮの状態で、操作部を１秒間押
して離してください。
スロットルコントロールのモードを示
すＬＥＤが点滅し、セッティングモー
ドになったことを表します。

操作部を回すと、ＬＥＤの点滅が順に
移動します。
ブリッピングモードのＬＥＤ(　　)を
点滅させてください。

③　レベルを設定する

操作部を押しながら回すと、
数字が変化し、レベルが変わります。
好みのレベルに変更してください。

押しながら右に回す
　　レベルアップ

押しながら左に回す
　　レベルダウン

※ どのレベルに設定するべきかは次ページを参考にしてください。



④　セッティングモードを終える
レベルの変更が終わったら、操作部を
短く1回押してください。
元のモードに戻ります。

(大)

(小)
レベル１ レベル２ レベル３

レベル４ レベル５ レベル６



電源ＯＦＦ・ＯＮのたびに通常/減光が切替わります。
減光状態のときは操作ユニット全体のイルミネーションは一切光らず、各モー
ドのＬＥＤとレベル表示のみになります。
夜間の走行などで操作ユニットの光が眩しいと感じたときは減光してご使用
ください。





トラブルシューティング　



トラブルシューティング　

オートクルーズを開始した速度に対し誤差が生じる。

車速の学習(P21)をやり直してみてください。学習時の車速が
60km/hから大きくずれると、精度が悪くなります。
車速の学習は60km/h・アクセル一定の状態で実行してください。

急加速中(急減速中)にオートクルーズを開始すると、実車速とメー
ターとの時間差などで誤差を感じる場合があります。車速・アクセル
一定の状態でオートクルーズを開始するようにしてください。

安全のため、急なアクセル操作は行なわないように制御します。平
坦な道から坂道にさしかかったときなど、一時的に速度がずれるこ
とがあります。

本製品には、ブレーキ操作を行なう機能はありません。急な下り坂
などでエンジンブレーキだけでは速度が維持できない場合には、ド
ライバーがブレーキ操作をして車速を調整してください。



トラブルシューティング　





http://www.power-enterprise.co.jp/
TEL：0545-30-9111 FAX：0545-30-9112


